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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドナー基地局とインターフェースをとる第1の複数の無線ベアラ(RB)を有し、少なくと
も1つのユーザ機器(UE)とインターフェースをとる第2の複数のRBを有する中継器を操作す
るための方法であって、
　前記第2の複数のRBの各々を、それらに関連付けられたサービス品質(QoS)クラス識別子
(QCI)に基づいて、前記第1の複数のRBの1つにマップするステップを含み、前記第1の複数
のRBの少なくとも1つが複数の一意のQCIに対応し、
　前記第1の複数のRBのうち1つのRBの、アプリケーションプロトコルメッセージへのマッ
ピングを決定するステップをさらに含み、
　前記第1の複数のRBのうち1つのRBの、前記アプリケーションプロトコルメッセージへの
前記マッピングに基づいて生成されたトラフィックフローテンプレート(TFT)を受信する
ステップをさらに含み、
　前記TFTが、プロトコル番号および宛先ポート番号を使用して、前記第1の複数のRBに割
り当てられたパケットフィルタを示す方法。
【請求項２】
　マップする前記ステップが、前記第2の複数のRBのうち、同じQCIを有するRBを、前記第
1の複数のRBのうち同じ1つにマップするステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記アプリケーションプロトコルメッセージが、S1またはX2アプリケーションプロトコ
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ルメッセージの少なくとも一方を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記アプリケーションプロトコルメッセージにマップされた前記第1の複数のRBのうち
の1つのRBを、無線リンク制御(RLC)層におけるストリーム制御送信プロトコル(SCTP)およ
び非確認型送信モードを使用して送信するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法
。
【請求項５】
　ドナー基地局とインターフェースをとる第1の複数の無線ベアラ(RB)を有し、少なくと
も1つのユーザ機器(UE)とインターフェースをとる第2の複数のRBを有する装置であって、
　前記第2の複数のRBの各々を、それらに関連付けられたサービス品質(QoS)クラス識別子
(QCI)に基づいて、前記第1の複数のRBの1つにマップするように構成されたマッピング構
成要素を備え、前記第1の複数のRBの少なくとも1つが複数の一意のQCIに対応し、
　前記マッピング構成要素が、前記第1の複数のRBのうち1つのRBのアプリケーションプロ
トコルメッセージへのマッピングを決定するようにさらに構成され、
　前記装置が、前記第1の複数のRBのうち1つのRBの、前記アプリケーションプロトコルメ
ッセージへの前記マッピングに基づいて生成されたトラフィックフローテンプレート(TFT
)を受信するように構成されたパケットフィルタ構成要素をさらに備え、
　前記TFTが、プロトコル番号および宛先ポート番号を使用して、前記第1の複数のRBに割
り当てられたパケットフィルタを示す装置。
【請求項６】
　前記マッピング構成要素が、前記第2の複数のRBのうち、同じQCIを有するRBを、前記第
1の複数のRBのうち同じ1つにマップするようにさらに構成される、請求項5に記載の装置
。
【請求項７】
　前記アプリケーションプロトコルメッセージが、S1またはX2アプリケーションプロトコ
ルメッセージの少なくとも一方を含む、請求項5に記載の装置。
【請求項８】
　前記アプリケーションプロトコルメッセージにマップされた前記第1の複数のRBのうち
の1つのRBを、無線リンク制御(RLC)層におけるストリーム制御送信プロトコル(SCTP)およ
び非確認型送信モードを使用して送信するように構成された送信器構成要素をさらに備え
る、請求項5に記載の装置。
【請求項９】
　ドナー基地局とインターフェースをとる第1の複数の無線ベアラ(RB)を有し、少なくと
も1つのユーザ機器(UE)とインターフェースをとる第2の複数のRBを有する中継器を操作す
るための装置であって、
　前記第2の複数のRBの各々を、それらに関連付けられたサービス品質(QoS)クラス識別子
(QCI)に基づいて、前記第1の複数のRBの1つにマップするための手段を備え、前記第1の複
数のRBの少なくとも1つが複数の一意のQCIに対応し、
　前記第1の複数のRBのうち1つのRBの、アプリケーションプロトコルメッセージへのマッ
ピングを決定するための手段をさらに備え、
　前記第1の複数のRBのうち1つのRBの、前記アプリケーションプロトコルメッセージへの
前記マッピングに基づいて生成されたトラフィックフローテンプレート(TFT)を受信する
ための手段をさらに備え、
　前記TFTが、プロトコル番号および宛先ポート番号を使用して、前記第1の複数のRBに割
り当てられたパケットフィルタを示す装置。
【請求項１０】
　マップするための前記手段が、前記第2の複数のRBのうち、同じQCIを有するRBを、前記
第1の複数のRBのうち同じ1つにマップするための手段を備える、請求項9に記載の装置。
【請求項１１】
　前記アプリケーションプロトコルメッセージが、S1またはX2アプリケーションプロトコ
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ルメッセージの少なくとも一方を含む、請求項9に記載の装置。
【請求項１２】
　前記アプリケーションプロトコルメッセージにマップされた前記第1の複数のRBのうち
の1つRBを、無線リンク制御(RLC)層におけるストリーム制御送信プロトコル(SCTP)および
非確認型送信モードを使用して送信するための手段をさらに備える、請求項9に記載の装
置。
【請求項１３】
　ドナー基地局とインターフェースをとる第1の複数の無線ベアラ(RB)を有し、少なくと
も1つのユーザ機器(UE)とインターフェースをとる第2の複数のRBを有する中継器を操作す
るための命令を記録するコンピュータ可読記録媒体であって、前記命令が、
　前記第2の複数のRBの、それらに関連付けられたサービス品質(QoS)クラス識別子(QCI)
に基づいた、前記第1の複数のRBの1つへのマッピングを決定するために、1つまたは複数
のプロセッサによって実行可能であり、前記第1の複数のRBの少なくとも1つが複数の一意
のQCIに対応し、
　前記命令が、
　前記第1の複数のRBのうち1つのRBの、アプリケーションプロトコルメッセージへのマッ
ピングを決定するため、及び、
　前記第1の複数のRBのうち1つのRBの、前記アプリケーションプロトコルメッセージへの
前記マッピングに基づいて生成されたトラフィックフローテンプレート(TFT)を受信する
ため、に実行可能な命令をさらに含み、
　前記TFTが、プロトコル番号および宛先ポート番号を使用して、前記第1の複数のRBに割
り当てられたパケットフィルタを示す、コンピュータ可読記録媒体。
【請求項１４】
　前記マップすることが、前記第2の複数のRBのうち、同じQCIを有するRBを、前記第1の
複数のRBのうち同じ1つにマップすることを含む、請求項13に記載のコンピュータ可読記
録媒体。
【請求項１５】
　前記アプリケーションプロトコルメッセージが、S1またはX2アプリケーションプロトコ
ルメッセージの少なくとも一方を含む、請求項13に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項１６】
　前記命令が、
　前記アプリケーションプロトコルメッセージにマップされた前記第1の複数のRBのうち
の1つRBを、無線リンク制御(RLC)層におけるストリーム制御送信プロトコル(SCTP)および
非確認型送信モードを使用して送信するために実行可能な命令をさらに含む、請求項13に
記載のコンピュータ可読記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
米国特許法第119条による優先権の主張
　本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、参照により明白に本明細書に組み込まれる
、2010年3月25日に出願された「Un Data Radio Bearer Mapping in a Telecommunication
 Network with Relays」という名称の仮出願第61/317,629号の利益を主張する。
【０００２】
　本開示のいくつかの態様は概して、ワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、中
継器を有する電気通信ネットワーク内で無線ベアラを管理するための技法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　音声、データなど、様々なタイプの通信コンテンツを提供するために、ワイヤレス通信
システムが広く配置されている。これらのシステムは、使用可能なシステムリソース(た
とえば、帯域幅および送信電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポー
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トすることができる多元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例には
、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接
続(FDMA)システム、E-UTRAを含む3GPP Long Term Evolution (LTE)システム、および直交
周波数分割多元接続(OFDMA)システムなどがある。
【０００４】
　概して、ワイヤレス多元接続通信システムは、順方向および逆方向リンク上での送信に
より1つまたは複数の基地局と通信する複数のワイヤレス端末用の通信を同時にサポート
することができる。順方向リンク(またはダウンリンク)は、基地局から端末までの通信リ
ンクを指し、逆方向リンク(またはアップリンク)は、端末から基地局までの通信リンクを
指す。この通信リンクは、単入力単出力、多入力単出力、または多入力多出力(MIMO)シス
テムを介して確立され得る。
【０００５】
　ワイヤレス通信システムは、中継基地局を介してワイヤレス端末と通信するドナー基地
局を備え得る。中継基地局は、バックホールリンクを介してドナー基地局と、およびアク
セスリンクを介して端末と通信することができる。言い換えれば、中継基地局は、バック
ホールリンクを介してドナー基地局からダウンリンクメッセージを受信し、これらのメッ
セージを、アクセスリンクを介して端末に中継することができる。同様に、中継基地局は
、アクセスリンクを介して端末からアップリンクメッセージを受信し、これらのメッセー
ジを、バックホールリンクを介してドナー基地局に中継することができる。中継基地局は
、したがって、カバレージエリアを補い、「カバレージホール」を埋めるのを助けるのに
使われ得る。
【０００６】
　概して、ゲートウェイとユーザ機器(UE)との間の、規定のサービス品質(QoS)をもつパ
ケットフローとして、ベアラが定義される。中継ノードを有する電気通信ネットワークに
おいて、中継ノードとその被サービスUEとの間のパケットフローに利用されるベアラ(「U
uベアラ」と呼ばれる)は、中継ノードと、それに関連付けられたドナー基地局(DeNB)との
間の中継パケットフローに利用されるデータ無線ベアラ(DRB)(「Unデータ無線ベアラ」と
呼ばれる)によって搬送される。さらに、Unデータ無線ベアラは、中継ノードシグナリン
グ用のデータフローを搬送することができる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示のいくつかの態様は、ドナー基地局とインターフェースをとる第1の複数の無線
ベアラ(RB)を有し、少なくとも1つのユーザ機器(UE)とインターフェースをとる第2の複数
のRBを有する中継器を操作するための方法を提供する。本方法は概して、第2の複数のRB
の各々を、それらに関連付けられたQoSクラス識別子(QCI)に基づいて、第1の複数のRBの1
つにマップすることを含む。本開示のいくつかの態様は、ドナー基地局とインターフェー
スをとる第1の複数の無線ベアラ(RB)を有し、少なくとも1つのユーザ機器(UE)とインター
フェースをとる第2の複数のRBを有する中継器を操作するための命令を記憶したコンピュ
ータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品を提供する。本命令は概して、ドナー
基地局とインターフェースをとる第1の複数の無線ベアラ(RB)を有し、少なくとも1つのユ
ーザ機器(UE)とインターフェースをとる第2の複数のRBを有する中継器を操作するための1
つまたは複数のプロセッサによって実行可能である。本命令は概して、第2の複数のRBの
各々を、それらに関連付けられたQoSクラス識別子(QCI)に基づいて、第1の複数のRBの1つ
にマップすることを含む。
【０００８】
　本開示のいくつかの態様は、ドナー基地局とインターフェースをとる第1の複数の無線
ベアラ(RB)を有し、少なくとも1つのユーザ機器(UE)とインターフェースをとる第2の複数
のRBを有する中継器を操作するための装置を提供する。本装置は概して、第2の複数のRB
の各々を、それらに関連付けられたQoSクラス識別子(QCI)に基づいて、第1の複数のRBの1
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つにマップするための手段を備える。本開示のいくつかの態様は、ドナー基地局とインタ
ーフェースをとる第1の複数の無線ベアラ(RB)を有し、少なくとも1つのユーザ機器(UE)と
インターフェースをとる第2の複数のRBを有する中継器を操作するための装置を提供する
。本装置は概して、第2の複数のRBの各々を、それらに関連付けられたQoSクラス識別子(Q
CI)に基づいて、第1の複数のRBの1つにマップするように構成されたマッピング構成要素
を備える。
【０００９】
　本開示の上記で具陳した特徴が詳しく理解され得るように、上で手短に要約した、より
具体的な記述を、添付の図面にその一部が示されている態様を参照することにより得るこ
とができる。ただし、添付の図面は、本開示のいくつかの典型的態様のみを示し、したが
って、本記述は、他の等しく効果的な態様を認め得るので、本開示の範囲を限定すると見
なされるべきでないことに留意されたい。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】多元接続ワイヤレス通信システムを示す図である。
【図２】通信システムを示すブロック図である。
【図３】本開示のいくつかの態様による、中継基地局を有する例示的なワイヤレス通信シ
ステムを示す図である。
【図４】本開示のいくつかの態様による、中継ノードを有するワイヤレス通信システムを
示すブロック図である。
【図５】本開示のいくつかの態様による、無線ベアラを管理する例示的な通信装置を示す
図である。
【図６】本開示のいくつかの態様による、ワイヤレス通信システム内の無線ベアラの間の
マッピングの例を示す図である。
【図７】本開示のいくつかの態様による、通信装置によって実施することができる例示的
動作を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本開示のいくつかの態様は、中継ノードおよびドナー基地局を有するワイヤレス通信に
おける無線ベアラを管理するための装置および技法を提供する。中継ノードとユーザ機器
(UE)との間のインターフェースの無線ベアラは、ユーザ機器無線ベアラまたは「Uu」無線
ベアラと呼ぶことができ、中継ノードと関連ドナー基地局との間のインターフェースの無
線ベアラは、基地局無線ベアラまたは「Un」無線ベアラと呼ぶことができる。中継器とそ
の被サービスUEとの間のUEパケットフローのために使われるUu無線ベアラは、中継器とそ
のドナー基地局との間のパケットフローのために使われるUnデータ無線ベアラによって搬
送される必要がある。UuベアラとUnデータ無線ベアラとの間を1対1でマッピングするには
、ハイレベルのベアラハンドリングと複雑さをもたらすことになり、技術仕様の変更を必
要とし得る。したがって、中継ノードとドナー基地局との間の無線ベアラ通信を扱うため
の技法および装置が要望されている。さらに、中継器が基地局としてその被サービスUEと
通信できるようにするために、基地局シグナリングメッセージを、Un無線ベアラ上にどの
ようにマップするかという課題がある。
【００１２】
　いくつかの態様によると、1つまたは複数のUu無線ベアラを、ワイヤレス通信用の単一
のUn無線ベアラにマップするための技法が提供される。いくつかの態様によると、このマ
ッピングは、QoSパラメータ、具体的には、Uu無線ベアラのQoSクラス識別子(QCI)に基づ
き得る。本開示のいくつかの態様は、1つまたは複数のUn無線ベアラを、S1アプリケーシ
ョンプロトコル(S1-AP)メッセージおよびX2アプリケーション(X2-AP)メッセージなどの中
継ノードシグナリング用のインターフェースにマップするための技法を提供する。本明細
書に記載する、Unデータ無線ベアラへのS1-AP/X2-APインターフェースのマッピングは、
中継ノードが、中継ノードと通信する1つまたは複数のアクセス端末からなるセット向け
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の基地局として動作することを可能にする。さらに、Unデータ無線ベアラが、ある特定の
パケットベースの電気通信ネットワーク向けにS1-AP/X2-APまたは他のバックホールアプ
リケーションプロトコルの通信(たとえば、配信および受信)を可能にするために、様々な
QoSクラス識別子が確立される。
【００１３】
　本明細書で説明する技法は、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(T
DMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワ
ーク、シングルキャリアFDMA(SC-FDMA)ネットワークなどの様々なワイヤレス通信ネット
ワークに使用され得る。「ネットワーク」と「システム」という用語はしばしば、互換的
に使われる。CDMAネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)、cdma2000など
の無線技術を実装することができる。UTRAは、広帯域CDMA(W-CDMA)および低チップレート
(LCR)を含む。cdma2000は、IS-2000、IS-95、およびIS-856標準をカバーする。TDMAネッ
トワークは、Global System for Mobile Communications(GSM(登録商標))などの無線技術
を実装することができる。OFDMAネットワークは、次世代UTRA(E-UTRA)、IEEE802.11、IEE
E802.16、IEEE802.20、Flash-OFDM(登録商標)などのような無線技術を実装することがで
きる。UTRA、E-UTRA、およびGSM(登録商標)は、Universal Mobile Telecommunication Sy
stem(UMTS)の一部である。Long Term Evolution (LTE)は、E-UTRAを使用するUMTSの来る
べきリリースである。UTRA、E-UTRA、GSM(登録商標)、UMTS、およびLTEは、「第3世代パ
ートナーシッププロジェクト」(3GPP)という名称の組織からの文書に記載されている。cd
ma2000は、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)という名称の組織からの
文書に記載されている。これらの様々な無線技術および標準は、当技術分野で知られてい
る。明快のために、技法のいくつかの態様では、以下ではLTEについて説明し、下記の説
明の多くにおいてLTE用語が使用される。
【００１４】
　図1を参照すると、本開示のいくつかの態様による多元接続ワイヤレス通信システムが
示されている。アクセスポイント100(AP)は、複数のアンテナグループを含み、あるグル
ープは104および106を含み、別のグループは108および110を含み、さらに別のグループは
112および114を含む。図1では、アンテナグループごとにアンテナが2つしか示されていな
いが、アンテナグループごとにより多いまたはより少ないアンテナが使用されてもよい。
アクセス端末116(AT)は、アンテナ112および114と通信し、アンテナ112および114は、順
方向リンク120を介してアクセス端末116に情報を送信し、逆方向リンク118を介してアク
セス端末116から情報を受信する。アクセス端末122は、アンテナ106および108と通信し、
アンテナ106および108は、順方向リンク126を介してアクセス端末122に情報を送信し、逆
方向リンク124を介してアクセス端末122から情報を受信する。FDDシステムにおいて、通
信リンク118、120、124、および126は、通信に異なる周波数を使用することができる。た
とえば、順方向リンク120は、次いで逆方向リンク118によって使用される異なる周波数を
使用することができる。
【００１５】
　アンテナの各グループおよび/またはそれらが通信するように設計されているエリアは
、しばしばアクセスポイントのセクタと呼ばれる。図に示す例では、アンテナグループは
それぞれ、アクセスポイント100によってカバーされるエリアのあるセクタにおけるアク
セス端末と通信するように設計されている。
【００１６】
　順方向リンク120および126上の通信において、アクセスポイント100の送信アンテナは
、異なるアクセス端末116および124の順方向リンクの信号対雑音比を改善するためにビー
ムフォーミングを使用する。また、アクセスポイントが、ビームフォーミングを使用して
、そのカバレージを介してランダムに分散されたアクセス端末に送信することによって、
アクセスポイントが単一のアンテナを介してすべてのそのアクセス端末に送信するより、
隣接セルにおけるアクセス端末への干渉がより少なくなる。
【００１７】
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　いくつかの態様によると、AT116は、Uu無線ベアラを有する無線インターフェースを用
いてAPと通信することができる。さらに、複数の追加APを、X2として知られるインターフ
ェースを用いて互いと、また、S1インターフェースを用いて拡張パケットコア(EPC)に相
互接続することもできる。
【００１８】
　アクセスポイントは、端末と通信するために使用される固定局でもよく、アクセスポイ
ント、ノードB、進化型ノードB(eNB)、またはいくつかの他の用語で呼ばれ得る。また、
アクセス端末は、アクセス端末、ユーザ機器(UE)、ワイヤレス通信デバイス、端末、アク
セス端末、またはいくつかの他の用語で呼ばれ得る。さらに、アクセスポイントは、マク
ロセルアクセスポイント、フェムトセルアクセスポイント、ピコセルアクセスポイントな
どでよい。
【００１９】
　図2は、MIMOシステム200における送信機システム210(アクセスポイントとしても知られ
ている)および受信機システム250(アクセス端末としても知られている)の一実施形態のブ
ロック図である。送信機システム210では、いくつかのデータストリームのトラフィック
データがデータソース212から送信(TX)データプロセッサ214に提供される。
【００２０】
　一実施形態において、各データストリームは、それぞれの送信アンテナを通じて送信さ
れる。TXデータプロセッサ214は、各データストリームのためのトラフィックデータを、
そのデータストリームについて選択された特定の符号化方式に基づいて、フォーマットし
、符号化し、インターリーブして、符号化されたデータを提供する。
【００２１】
　各データストリームの符号化されたデータは、OFDM技法を使用してパイロットデータと
多重化され得る。パイロットデータは、一般的には、既知の方法で処理される既知のデー
タパターンであり、チャネル応答を推定するために、受信機システムで使用され得る。次
いで、各データストリームの多重化されたパイロットおよび符号化されたデータは、変調
シンボルを提供するためにそのデータストリームについて選択された特定の変調方式(た
とえばBPSK、QSPK、M-PSK、またはM-QAM)に基づいて変調される(すなわち、シンボルマッ
プされる)。各データストリームのデータレート、符号化、および変調は、プロセッサ230
によって実行される命令によって決定され得る。
【００２２】
　すべてのデータストリームの変調シンボルは、次いで、(たとえば、OFDMについて)変調
シンボルをさらに処理できるTX MIMOプロセッサ220に提供される。次いで、TX MIMOプロ
セッサ220は、NT個の変調シンボルストリームをNT個の送信機(TMTR)222a～222tに提供す
る。いくつかの実施形態では、TX MIMOプロセッサ220は、データストリームのシンボル、
およびシンボルがそこから送信されるアンテナに、ビームフォーミング重みを適用する。
【００２３】
　各送信機222は、それぞれのシンボルストリームを受信し、1つまたは複数のアナログ信
号を提供するように処理し、MIMOチャネルを通じた送信に適した変調信号を提供するため
にアナログ信号をさらに調整(たとえば、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート)
する。次いで、送信機222a～222tのNT個の変調信号が、それぞれNT個のアンテナ224a～22
4tから送信される。
【００２４】
　受信機システム250において、送信された変調信号は、NR個のアンテナ252a～252rによ
って受信され、各アンテナ252からの受信信号は、それぞれの受信機(RCVR)254a～254rに
提供される。各受信機254は、それぞれの受信信号を調整(たとえば、フィルタ処理、増幅
、およびダウンコンバート)し、調整された信号をデジタル化してサンプルを提供し、対
応する「受信された」シンボルストリームを提供するようにサンプルをさらに処理する。
【００２５】
　次いで、RXデータプロセッサ260は、NT個の「検出された」シンボルストリームを提供
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するために、特定の受信機処理技法に基づいて、NR個の受信機254からNR個の受信された
シンボルストリームを受信し、処理する。次いで、RXデータプロセッサ260は、データス
トリームのトラフィックデータを回復するために、検出された各シンボルストリームを復
調し、デインターリーブし、復号する。RXデータプロセッサ260による処理は、送信機シ
ステム210においてTX MIMOプロセッサ220およびTXデータプロセッサ214によって実行され
るものと相補関係にある。
【００２６】
　逆方向リンクメッセージは、通信リンクおよび/または受信されたデータストリームに
関する様々なタイプの情報を含むことができる。次いで、逆方向リンクメッセージは、デ
ータソース236からいくつかのデータストリームのトラフィックデータも受信するTXデー
タプロセッサ238によって処理され、変調器280によって変調され、送信機254a～254rによ
って調整され、送信機システム210に送り返される。
【００２７】
　送信機システム210において、受信機システム250からの変調信号がアンテナ224によっ
て受信され、受信機222によって調整され、復調器240によって復調され、受信機システム
250によって送信された逆方向リンクメッセージを抽出するようにRXデータプロセッサ242
によって処理される。次いで、プロセッサ230は、ビームフォーミング重みを決定するた
めにどのプリコーディング行列を使用すべきかを決定し、次いで、抽出されたメッセージ
を処理する。
【００２８】
　本開示のいくつかの態様によると、送信機システム210は、後でさらに詳しく説明する
ように、中継ノードを有するワイヤレス通信ネットワーク内で動作するための追加構成要
素を含む。具体的には、送信機システム210は、図4～図5に示すようにドナー基地局とし
て構成され得る。一態様では、送信機システム210は、送信機システム210と中継ノードと
の間のインターフェースをとるための少なくとも1つのUn無線ベアラを確立するように構
成され得る。別の態様では、プロセッサ230は、Un無線ベアラとUu無線ベアラとの間のマ
ッピングを判定するように構成することができ、Uu無線ベアラは、中継ノードと受信機シ
ステム250との間のインターフェースをとるように構成される。
【００２９】
　いくつかの態様によると、論理チャネルは、制御チャネルおよびトラフィックチャネル
に分類される。論理制御チャネルは、システム制御情報をブロードキャストするDLチャネ
ルであるブロードキャスト制御チャネル(BCCH)を含む。ページング情報を転送するDLチャ
ネルであるページング制御チャネル(PCCH)。マルチメディアブロードキャストおよびマル
チキャストサービス(MBMS)スケジューリングならびに1つまたは複数のMTCHに関する制御
情報を送信するために使用されるポイントツーマルチポイントDLチャネルであるマルチキ
ャスト制御チャネル(MCCH)。一般に、RRC接続を確立した後、このチャネルは、MBMS(注:
古いMCCH+MSCH)を受信するUEによって使用されるだけである。専用制御チャネル(DCCH)は
、専用の制御情報を送信するポイントツーポイント双方向チャネルであり、RRC接続を有
するUEによって使用される。ある態様では、論理トラフィックチャネルは、ユーザ情報の
転送のための、1つのUEに専用の、ポイントツーポイント双方向チャネルである専用トラ
フィックチャネル(DTCH)を含む。また、マルチキャストトラフィックチャネル(MTCH)とは
、トラフィックデータを送信するポイントツーマルチポイントDLチャネルである。
【００３０】
　いくつかの態様によると、トランスポートチャネルは、DLおよびULに分類される。DLト
ランスポートチャネルは、ブロードキャストチャネル(BCH)、ダウンリンク共有データチ
ャネル(DL-SDCH)、およびページングチャネル(PCH)を含んでおり、UE省電力化のサポート
のためのPCH(DRXサイクルはUEへのネットワークによって示される)は、セル全体にわたっ
てブロードキャストされ、他の制御/トラフィックチャネルに使用することができるPHYリ
ソースにマップされる。ULトランスポートチャネルは、ランダムアクセスチャネル(RACH)
、要求チャネル(REQCH)、アップリンク共有データチャネル(UL-SDCH)、および複数のPHY
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チャネルを含む。PHYチャネルは、DLチャネルおよびULチャネルの組を含む。
【００３１】
　DL PHYチャネルは、以下を含む。
　共通パイロットチャネル(CPICH)
　同期チャネル(SCH)
　共通制御チャネル(CCCH)
　共有DL制御チャネル(SDCCH)
　マルチキャスト制御チャネル(MCCH)
　共有UL割当てチャネル(SUACH)
　肯定応答チャネル(ACKCH)
　DL物理共有データチャネル(DL-PSDCH)
　UL電力制御チャネル(UPCCH)
　ページングインジケータチャネル(PICH)
　負荷インジケータチャネル(LICH)
【００３２】
　UL PHYチャネルは、以下を含む。
　物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)
　チャネル品質インジケータチャネル(CQICH)
　肯定応答チャネル(ACKCH)
　アンテナサブセットインジケータチャネル(ASICH)
　共有要求チャネル(SREQCH)
　UL物理共有データチャネル(UL-PSDCH)
　ブロードバンドパイロットチャネル(BPICH)
【００３３】
　本文書では、以下の略語が適用される。
　ACK:肯定応答
　AM:確認型モード
　AMD:確認型モードデータ
　ARQ:自動再送要求
　BCCH:ブロードキャスト制御チャネル
　BCH:ブロードキャストチャネル
　BW:帯域幅
　C-:制御-
　CB:競合に基づく
　CCE:制御チャネル要素
　CCCH:共通制御チャネル
　CCH:制御チャネル
　CCTrCH:コード化複合トランスポートチャネル
　CDM:符号分割多重
　CF:無競合
　CP:サイクリックプレフィックス
　CQI:チャネル品質インジケータ
　CRC:巡回冗長検査
　CRS:共通基準信号
　CTCH:共通トラフィックチャネル
　DCCH:専用制御チャネル
　DCH:専用チャネル
　DCI:ダウンリンク制御情報
　DL:ダウンリンク
　DRS:専用基準信号
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　DSCH:ダウンリンク共有チャネル
　DSP:デジタル信号プロセッサ
　DTCH:専用トラフィックチャネル
　E-CID:拡張セル識別
　EPS:進化型パケットシステム
　FACH:順方向リンクアクセスチャネル
　FDD:周波数分割複信
　FDM:周波数分割多重化
　FSTD:周波数切換え送信ダイバーシティ
　HARQ:ハイブリッド自動再送/要求
　HW:ハードウェア
　IC:干渉除去
　L1:レイヤ1(物理層)
　L2:レイヤ2(データリンク層)
　L3:レイヤ3(ネットワーク層)
　LI:長さインジケータ
　LLR:対数尤度比
　LSB:最下位ビット
　MAC:媒体アクセス制御
　MBMS:マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス
　MCCH:MBMSポイントツーマルチポイント制御チャネル
　MMSE:最小平均二乗誤差
　MRW:動き受信ウィンドウ
　MSB:最上位ビット
　MSCH:MBMSポイントツーマルチポイントスケジューリングチャネル
　MTCH:MBMSポイントツーマルチポイントトラフィックチャネル
　NACK:否定応答
　PA:電力増幅器
　PBCH:物理ブロードキャストチャネル
　PCCH:ページング制御チャネル
　PCH:ページングチャネル
　PCI:物理セル識別子
　PDCCH:物理ダウンリンク制御チャネル
　PDU:プロトコルデータ単位
　PHICH:物理HARQインジケータチャネル
　PHY:物理層
　PhyCH:物理チャネル
　PMI:プリコーディング行列インジケータ
　PRACH:物理ランダムアクセスチャネル
　PSS:一次同期信号
　PUCCH:物理アップリンク制御チャネル
　PUSCH:物理アップリンク共有チャネル
　QoS:サービス品質
　RACH:ランダムアクセスチャネル
　RB:リソースブロック
　RLC:無線リンク制御
　RRC:無線リソース制御
　RE:リソース要素
　RI:ランクインジケータ
　RNTI:無線ネットワーク一時識別子
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　RS:基準信号
　RTT:ラウンドトリップ時間
　Rx:受信
　SAP:サービスアクセスポイント
　SDU:サービスデータ単位
　SFBC:空間周波数ブロックコード
　SHCCH:共有チャネル制御チャネル
　SINR:信号対干渉雑音比
　SN:シーケンス番号
　SR:スケジューリング要求
　SRS:サウンディング基準信号
　SSS:二次同期信号
　SU-MIMO:シングルユーザ多入力多出力
　SUFI:スーパーフィールド
　SW:ソフトウェア
　TA:タイミングアドバンス
　TCH:トラフィックチャネル
　TDD:時分割複信
　TDM:時分割多重化
　TFI:伝送形式インジケータ
　TPC:送信電力制御
　TTI:送信時間間隔
　Tx:送信
　U-:ユーザ-
　UE:ユーザ機器
　UL:アップリンク
　UM:非確認応答モード
　UMD:非確認型モードデータ
　UMTS:ユニバーサルモバイル通信システム
　UTRA:UMTS地上無線アクセス
　UTRAN:UMTS地上無線アクセスネットワーク
　VOIP:ボイスオーバーインターネットプロトコル
　MBSFN:マルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク
　MCH:マルチキャストチャネル
　DL-SCH:ダウンリンク共有チャネル
　PDCCH:物理ダウンリンク制御チャネル
　PDSCH:物理ダウンリンク共有チャネル
【００３４】
　例示的中継システム
　図3は、本開示のいくつかの態様が実施され得る例示的ワイヤレスシステム300を示す。
図示するように、システム300は、中継BS(中継アクセスポイントまたは中継ノードとして
も知られる)306を介してユーザ機器(UE)304と通信するドナー基地局(BS)(ドナーアクセス
ポイントまたはDeNBとしても知られる)302を含む。中継BS306は、バックホールリンク308
を介してドナーBS302と、およびアクセスリンク310を介してUE304と通信することができ
る。
【００３５】
　言い換えれば、中継BS306は、バックホールリンク308を介してドナーBS302からダウン
リンクメッセージを受信し、これらのメッセージを、アクセスリンク310を介してUE304に
中継することができる。同様に、中継BS306は、アクセスリンク310を介してUE304からア
ップリンクメッセージを受信し、これらのメッセージを、バックホールリンク308を介し
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てドナーBS302に中継することができる。中継BS306は、したがって、カバレージエリアを
補い、「カバレージホール」を埋めるのを助けるのに使われ得る。
【００３６】
　いくつかの態様によると、中継BS306は、アクセスリンク310用に構成された少なくとも
1つのUu無線ベアラを使用して、UE304と通信する(すなわち、UEにダウンリンクメッセー
ジを中継し、UEからアップリンクメッセージを受信する)ことができる。いくつかの態様
によると、中継BS306は、バックホールリンク308用に構成された少なくとも1つのUn無線
ベアラを使用して、ドナーBS302と通信することができる。
【００３７】
　図4は、本開示のいくつかの態様による、無線ベアラを管理しマップするための技法を
実施するように構成された例示的システム400のブロック図を示す。例示的システム400は
、複数のUE410、中継ノード420、基地局430、435、およびネットワークノード440を有す
るワイヤレス電気通信ネットワークを表す。基地局430は、中継ノード420のドナー基地局
として動作する。したがって、中継ノード420は、UE410とドナー基地局430との間のワイ
ヤレス通信を中継することによって、複数のUE410にサービスすることができる。複数のU
u無線ベアラが、中継ノード420とUE410との間でデータパケットフローを搬送するのに使
用される。同様に、複数のUn無線ベアラが、中継ノード420とドナー基地局430との間でフ
ローを搬送するのに使用される。いくつかの態様によると、中継ノード420およびドナー
基地局430は、多対1のマッピングを用いて、UuベアラをUnデータ無線ベアラに集約するよ
うに構成される。
【００３８】
　ドナー基地局430は、複数のUE410と少なくとも1つのネットワークノード440との間の通
信を可能にし、それらは、UE410にネットワークサービスを提供するように構成される。
いくつかの態様によると、ネットワークノードは、モビリティ管理エンティティ(MME)、
パケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ(P-GW)、またはサービングゲートウェイ(
S-GW)などの進化型パケットコア(EPC)ネットワークノードでよい。ドナー基地局430は、S
1アプリケーションプロトコル(S1-AP)メッセージ通信などのシグナリングを使ってネット
ワークノード440と通信することができる。いくつかの態様によると、ドナー基地局430は
、Un無線ベアラを使って中継ノード420にS1-APメッセージを中継することができる。
【００３９】
　システム400は、必要に応じてシグナリング情報を交換するための、ドナー基地局430に
相互接続された追加基地局435をさらに含む。基地局430、435は、相互通信して、負荷、
干渉、またはハンドオーバ関連情報を共有することができる。いくつかの態様によると、
基地局430、435は、X2アプリケーションプロトコル(X2-AP)メッセージ通信などのシグナ
リングを使って通信することができる。いくつかの態様によると、中継ノード420がその
被サービスUE410用の基地局として働くことができるように、基地局430、435は、中継ノ
ード420と情報を交換することもできる。いくつかの態様によると、基地局430、435は、S
1またはX2インターフェースを、中継ノード420によってS1-APメッセージおよびX2-APメッ
セージを伝達するのに使用されるUn無線ベアラ上にマップすることができる。
【００４０】
　図5は、本開示のいくつかの態様による、通信中の中継ノード500およびドナー基地局51
0を示す。本開示のいくつかの態様は、中継ノード500およびドナー基地局510に関して論
じているが、マクロセル、フェムトセル、ピコセルなど、アクセスポイント、中継ノード
、モバイル基地局、それらの一部、および/またはワイヤレスネットワーク内の1つもしく
は複数の異種類のデバイスに信号を送信する、実質的にあらゆるワイヤレスデバイスなど
、他の適切な通信装置が企図されることを理解されたい。いくつかの態様によると、中継
ノード500およびドナー基地局510は、図4に記載した中継ノード420およびドナー基地局43
0でよい。
【００４１】
　中継ノード500は概して、ベアラマネージャ構成要素502、マッピング構成要素504、お



(13) JP 5497240 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

よびパケットフィルタ構成要素506を含む。ベアラマネージャ構成要素502は概して、本明
細書に記載する無線ベアラ確立動作を実施するように構成される。たとえば、ベアラマネ
ージャ構成要素502は、UEおよびドナー基地局510との通信用のUn無線ベアラおよびUu無線
ベアラを確立しサポートするように構成される。マッピング構成要素504は、本明細書に
記載するマッピング動作を実施するように構成される。本開示のいくつかの態様によると
、マッピング構成要素504は、ベアラマネージャ構成要素502によって確立されたUn無線ベ
アラとUu無線ベアラとの間のマッピングを決定するように構成される。パケットフィルタ
構成要素506は、いくつかの態様によると、UEから受信したパケットをソートし、対応す
るUn無線ベアラに経路指定するためのパケットフィルタを提供する。
【００４２】
　いくつかの態様によると、中継ノード500によって確立されたUuベアラは、いくつかの
パラメータによって定義され得る、所定のQoSを有する。概して、QoSは、ベアラレベルパ
ケットフォワード処置への参照として使用されるスカラー(たとえば、スケジューリング
加重、アドミッション閾値、キュー管理閾値、リンク層プロトコル構成など)であるQoSク
ラス識別子(QCI)と、ベアラ確立または修正要求が受諾されてよいか、それともリソース
制限のケースでは拒否される必要があるか決めるのに使われる割振りおよび保存優先度(A
RP)と、GBR無線ベアラによって与えられると予想され得るビットレートを示す保証ビット
レート(GBR)と、GBR無線ベアラによって与えられると予想され得るビットレートに対する
極限値を示す最大ビットレート(MBR)とによって定義され得る。
【００４３】
　いくつかの態様によると、ベアラマネージャ構成要素502は、中継ノード500と少なくと
も1つのUEとの間のインターフェースをとるように構成されたUu無線ベアラを確立するよ
うに構成される。いくつかの態様によると、ベアラマネージャ構成要素502は、各被サー
ビスUE用の限られた数のUuベアラ(たとえば、一例では、UEごとに最大8つのUuベアラ)を
サポートするように構成される。ベアラマネージャ構成要素502は、中継ノード500とドナ
ー基地局510との間のインターフェースをとるように構成されたUn無線ベアラを確立する
ようにさらに構成される。Un無線ベアラは、ベアラマネージャ構成要素502によって確立
され、いくつかのUu無線ベアラを搬送するように構成される。
【００４４】
　ベアラマネージャ構成要素502は概して、複数のUnベアラをサポートするように構成さ
れる。いくつかの態様によると、ベアラマネージャ構成要素502は、ワイヤレスネットワ
ークによってサポートされる一意の各QCIに対して少なくとも1つのUn無線ベアラをサポー
トするように構成され得る。たとえば、LTEネットワークでは、Uuベアラにおいて使用す
るための、9つの定義されたQCIがあり得る。そのようなケースでは、ベアラマネージャ構
成要素502は、ドナー基地局510とのインターフェースにおいて、少なくとも9つのUn無線
ベアラをサポートするように構成され得る。いくつかの態様によると、(定義されたQCI)
より少ない数のUn無線ベアラが確立される場合がある。そのようなケースでは、異なるQC
Iに関連付けられたUuベアラが、単一のUnベアラにマップされ得る。いくつかの態様によ
ると、(定義されたQCI)より多い数のUn無線ベアラが確立される場合がある。そのような
ケースでは、同じQCIに関連付けられた異なるUuベアラが、異なるUnベアラにマップされ
得る(たとえば、これにより負荷分散(load balancing)が容易になり得る)。
【００４５】
　いくつかの態様によると、中継ノード500は、ワイヤレスネットワークからのS1-APおよ
びX2-APシグナリング処理を、そのUn無線インターフェースおよびUn無線ベアラを介して
扱うように構成される。いくつかの態様によると、ベアラマネージャ構成要素502は、さ
らに後で説明するように、S1-APメッセージ通信、X2-APメッセージ通信、および運営およ
び維持(OAM)操作の各々に対して少なくとも1つのUn無線ベアラをサポートするように構成
される。したがって、ベアラマネージャ構成要素502は、中継ノード500とドナー基地局51
0との間で、少なくとも12個のUnデータ無線ベアラをサポートするように構成される。い
くつかの態様によると、ベアラマネージャ構成要素502は、さらなる拡張のための追加余
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地を提供するために、少なくとも16個のUnデータ無線ベアラをサポートするように構成さ
れる。いくつかの態様によると、ベアラマネージャ構成要素502は、少なくとも3つのシグ
ナリング無線ベアラ(SRB)をさらにサポートして、合計で19個のUn無線ベアラをサポート
する。中継ノード500のいくつかの態様によってサポートされる19個のUn無線ベアラは、L
TE MAC層において許可される合計32個の無線ベアラを十分下回ることを諒解されたい。し
たがって、本明細書で提供する技法は有利には、無線でのいかなるメッセージ形式変更も
必要としない。
【００４６】
　いくつかの態様によると、ドナー基地局510は概して、ベアラマネージャ構成要素512、
マッピング構成要素514、および中継ノードゲートウェイ構成要素516を含む。概して、ベ
アラマネージャ構成要素502およびマッピング構成要素504に関する考察は、ドナー基地局
510のそれぞれの構成要素に同様に当てはまることを理解されたい。対応するベアラマネ
ージャ構成要素502、512およびマッピング構成要素504、514は、本明細書に記載する動作
を実施するために、シグナリングならびに他の要求および応答メッセージを使って通信し
得ることをさらに理解されたい。たとえば、中継ノード500のベアラマネージャ構成要素5
02は、中継ノード500とドナー基地局510との間のUnインターフェースの確立を調整するた
めに、ドナー基地局510のベアラマネージャ構成要素512にUnベアラ確立要求を送信するこ
とができる。
【００４７】
　マッピング構成要素504は概して、個々のUuベアラに対するQoS処置を維持するように、
同じQoS要件を有するUuベアラを単一のUn無線ベアラにマップする、UuベアラとUn無線ベ
アラとの間のマッピングを生成する。いくつかの態様によると、マッピング構成要素504
は、同じQCIを有するUu無線ベアラを単一のUn無線ベアラにマップする多対1のマッピング
を生成する。
【００４８】
　図6は、本開示のいくつかの態様による、上述した例示的ワイヤレス通信システム400に
おけるUu無線ベアラ602とUn無線ベアラ604との間のマッピング600の例を示す。図に示す
ように、複数のUu無線ベアラ602は、ワイヤレス端末410と中継ノード420との間のデータ
フローを可能にする。複数のUu無線ベアラ602は、中継ノード420とドナー基地局430との
間のインターフェース606内の単一のUn無線ベアラ604にマップされる。マップされたUu無
線ベアラ602は、Uu進化型パケットシステム(EPS)ベアラ上での、ワイヤレス端末410から
ワイヤレス端末のS/P-GW440へのデータパケットフローを表す。いくつかの態様によると
、中継ノード420およびドナー基地局430は、それぞれ、図5に示した中継ノード500および
ドナー基地局510でよい。
【００４９】
　上記で説明したように、本開示のいくつかの態様は、個々のUuベアラ602に対するQoS処
置を維持するように、同様のQoS要件を有するUuベアラ602を同じUn無線ベアラ604にマッ
プする、Uuベアラ602とUn無線ベアラ604との間のマッピングを生成する。いくつかの態様
によると、同じQCIを有するUu無線ベアラ602を単一のUn無線ベアラ604にマップする多対1
のマッピングが生成される。図6に示すように、1つのUn無線ベアラ604が、UEのS/Pゲート
ウェイとの通信用の同じQCIを有する2つのUu無線ベアラ602にマップされる。別のUn無線
ベアラ604は、単一のUu無線ベアラ602のみにマップされたものと見なされる。
【００５０】
　本開示のいくつかの態様は、Un無線インターフェースおよびUn無線ベアラを介した、ワ
イヤレスネットワークからのS1-APおよびX2-APシグナリング処理を扱うための技法を提供
する。S1-APおよびX2-APトランザクションの性質は、Uu無線ベアラのものとは異なるパケ
ット順方向ハンドリングを必要とし得ることを諒解されたい。したがって、S1-APおよびX
2-APインターフェースは、専用Unデータ無線ベアラにマップされる。さらに、ソフトウェ
ア更新などのOAM操作用に別個のUnデータ無線ベアラをもつことが、ネットワーク運営お
よび維持にとって有益であることを諒解されたい。したがって、OAM操作用の、専用Unデ
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ータ無線ベアラへのマッピングが生成される。
【００５１】
　いくつかの態様によると、後で説明する、Unデータ無線ベアラへのS1-AP/X2-APインタ
ーフェースのマッピングは、中継器を有する電気通信ネットワーク内のUuシグナリングRB
でのパケットフローの受信を可能にする。S1-AP/X2-APメッセージは、ベアラセットアッ
プおよびハンドオーバに関与し、したがって通常、ドナー基地局以外の基地局および/ま
たはネットワークノードへの通信を意図している。したがって、S1-AP/X2-APメッセージ
は概して、低遅延バジェットを必要とする。UEハンドオーバ中にパケットに対する最も低
い遅延バジェット(たとえば、50ms)を満たすために、X2-APメッセージ用の無線リンク遅
延バジェットは、最大でも12msまたはUEハンドオーバに事実上悪影響を及ぼす(たとえば
、望ましくない通信割込みを引き起こす)ことがない程十分に短い、他の任意の時間間隔
である必要がある。約20msの追加ネットワーク遅延があるシナリオでは、S1-AP/X2-APメ
ッセージ通信に対する遅延バジェットは、ほぼ30msであり得る。適切な遅延を確実にする
ために、本開示のいくつかの態様は、S1-AP/X2-APメッセージ通信に専用の、新たなQCIを
提供する。
【００５２】
　本開示のいくつかの態様は、十分な遅延をサポートするのに有効な遅延バジェット範囲
内でのS1-AP/X2-APメッセージ通信をサポートするために、Unデータ無線ベアラ用の、3GP
P LTEリリース8において定義されているQCIを再利用するように構成される。いくつかの
態様によると、S1/X2メッセージ通信用にQCI=3またはQCI=5というQCI値を有するUn無線ベ
アラが、S1-AP/X2-APメッセージ通信専用に確立され得る。QCI=3は、全QCIに対して最小
遅延バジェット(50msに等しい)をもち、QCI=5は、最も高い優先度および最も低いエラー
マージンをもつことを諒解されたい。
【００５３】
　いくつかの態様によると、S1-AP/X2-APメッセージ通信に専用のUn無線ベアラに与えら
れるQCIは、1に等しい優先度をもち、この優先度は、会話音声のものよりもより高いネッ
トワーク優先度であり、IPマルチメディアサブシステムシグナリングの優先度と等しい。
そのような実施形態において、遅延バジェットは、約30ms～約50msの間隔であり得る。い
くつかの態様によると、上述したQCIに関連付けられたリソースタイプは、非GBRでよい。
【００５４】
　本開示のいくつかの態様によると、S1-AP/X2-APメッセージをUnインターフェースデー
タ無線ベアラにマップするために、ワイヤレスネットワークは、ある特定のパケットフィ
ルタをもつ専用Unデータ無線ベアラを作成し得る。ダウンリンク通信の場合、ドナー基地
局には、個々のUuベアラが見えるので、ドナー基地局は、S1-AP/X2-APメッセージを、対
応する専用Unデータ無線ベアラの中に正しくフィルタリングすることができる。アップリ
ンク通信の場合、ドナー基地局に関連付けられた中継ノードが、指定されたTFTを使ってS
1-AP/X2-APメッセージをフィルタリングし得るように、MME440などのネットワークノード
が、専用Unデータ無線ベアラにマップされたS1-AP/X2-APメッセージ通信に基づいてトラ
フィックフローテンプレート(TFT)を生成することができる。いくつかの態様によると、
中継ノードは、ネットワークノードからTFTを受信するが、TFTは、所定のUn無線ベアラに
パケットをフィルタリングするためのパケットフィルタ構成を示す。
【００５５】
　本開示のいくつかの態様によると、S1-AP/X2-APメッセージ通信用の専用Un DRBを示す
、生成されたTFTは、プロトコル番号および宛先ポート番号を使用し得る。いくつかの態
様によると、プロトコル番号は、ストリーム制御トランスポートプロトコル(SCTP)プロト
コル番号でよく、S1およびX2メッセージ通信用の宛先ポート番号は、LTEなどのワイヤレ
ス通信標準によって与えられ得る。
【００５６】
　いくつかの態様による中継ノードは、SCTPを含むS1-AP/X2-APメッセージ通信用のトラ
ンスポートプロトコルをサポートするように構成される。いくつかの態様によると、S1-A



(16) JP 5497240 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

P/X2-APメッセージ通信に専用のUnデータ無線ベアラは、Unデータ無線ベアラの無線リン
ク制御(RLC)層における非確認型モード(UM)送信モードを使用するように構成される。し
たがって、上述したマッピング技法の一部として、複数のS1およびX2インターフェースが
、単一のUnデータ無線ベアラに多重化されるとき、本開示のいくつかの態様は有利には、
UM動作の下ではRLCレベルのパケット再送信が起こらないので、無線リンク故障があって
も行頭ブロッキングを引き起こさない。誤り回復のためのRLCレベルのパケット再送信が
ないので、中継ノードとドナー基地局との間のUnインターフェースの両端で終端するSCTP
は、コントロールパケット送信エラーを、十分なまたは有効なS1-AP/X2-APメッセージ通
信を保つのに十分に素早く回復し得ることをさらに理解されたい。
【００５７】
　図7は、たとえば、ドナー基地局とインターフェースをとる第1の複数の無線ベアラ(RB)
を有し、少なくとも1つのユーザ機器(UE)とインターフェースをとる第2の複数のRBを有す
る中継ノードによって実施することができる例示的動作700を示す。
【００５８】
　動作700は、702で始まり、任意選択で、中継ノードと基地局(たとえば、ドナーノードB
)との間の第1の複数の(Un)RBを確立する。704で、中継ノードは任意選択で、中継ノード
と少なくとも1つのUEとの間の第2の複数の(Uu)RBを確立する。これらのステップは、任意
選択と見なしてよい。というのは、RBの実際の確立は、ドナー基地局など、中継局以外の
エンティティにおいて実施される動作を伴い得るからである。706で、中継ノードは、第2
の複数のRBの各々を、それらに関連付けられたQoSクラス識別子(QCI)に基づいて、第1の
複数のRBの1つにマップする。
【００５９】
　開示されるプロセスにおけるステップの特定の順序または階層は例示的な手法の一例で
あることを理解されたい。設計上の選好に基づいて、本開示の範囲内のままでありながら
、プロセスにおけるステップの特定の順序または階層が再構成され得ることを理解された
い。添付の方法クレームは、サンプルの順序における様々なステップの要素を提示してお
り、提示される特定の順序または階層に限定されるものではない。
【００６０】
　情報および信号は、多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得ることを
当業者であれば理解されよう。たとえば、上記説明の全体にわたって参照され得るデータ
、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁
波、磁界もしくは粒子、光場もしくは粒子、またはその任意の組合せによって表され得る
。
【００６１】
　さらに、本明細書で開示した実施形態に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、
モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソ
フトウェア、または両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解されよう。ハ
ードウェアおよびソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的構成要素
、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それらの機能に関して上記で全体的
に説明されている。そのような機能がハードウェアとして実装されるか、ソフトウェアと
して実装されるかは、特定のアプリケーションおよび全体的なシステムに課せられた設計
制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得る
が、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではな
い。
【００６２】
　本明細書で開示する実施形態に関して説明する様々な例示的な論理ブロック、モジュー
ル、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、ASIC、フィールド
プログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲート
またはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、または本明細書で説明する機能を
実行するように設計されたそれらの任意の組合せで実装または実行することができる。汎
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用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは、任意の従
来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プ
ロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロ
セッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイ
クロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装され得る。
【００６３】
　本明細書で開示する実施形態に関して説明する方法またはアルゴリズムのステップは、
直接ハードウェアで実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュー
ルで実施されるか、またはその2つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは
、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、
ハードディスク、取外し可能ディスク、CD-ROM、または当技術分野で知られている任意の
他の形態の記憶媒体中に常駐し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情
報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合される
。代替として、記憶媒体はプロセッサと一体であり得る。プロセッサおよび記憶媒体はAS
IC中に常駐し得る。ASICはユーザ端末中に常駐し得る。代替として、プロセッサおよび記
憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要素として常駐し得る。
【００６４】
　開示される実施形態の上記の説明は、当業者が本開示を作成または使用できるようにす
るために提供される。これらの実施形態への様々な修正が当業者には容易に明らかになる
ことになり、本明細書に定義する一般原理は、本開示の趣旨および範囲を逸脱することな
しに他の実施形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書に示す実施形態に限
定されるものではなく、本明細書で開示する原理および新規の特徴に一致する最大の範囲
を与えられるものである。
【符号の説明】
【００６５】
　　100　アクセスポイント(AP)
　　104　アンテナ
　　106　アンテナ
　　108　アンテナ
　　110　アンテナ
　　112　アンテナ
　　114　アンテナ
　　116　アクセス端末(AT)
　　118　逆方向リンク
　　120　順方向リンク
　　122　アクセス端末
　　124　逆方向リンク
　　126　順方向リンク
　　200　MIMOシステム
　　210　送信機システム
　　212　データソース
　　214　送信(TX)データプロセッサ
　　220　TX MIMOプロセッサ
　　222　送信機(TMTR)、受信機
　　224　アンテナ
　　230　プロセッサ
　　236　データソース
　　238　TXデータプロセッサ
　　240　復調器
　　242　RXデータプロセッサ
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　　250　受信機システム
　　252　アンテナ
　　254　受信機(RCVR)、送信機
　　260　RXデータプロセッサ
　　280　変調器
　　300　ワイヤレスシステム、システム
　　302　ドナー基地局(BS)
　　304　ユーザ機器(UE)
　　306　中継BS
　　308　バックホールリンク
　　310　アクセスリンク
　　400　システム
　　410　UE
　　420　中継ノード
　　430　基地局、ドナー基地局
　　435　基地局、追加基地局
　　440　ネットワークノード、S/P-GW、MME
　　500　中継ノード
　　502　ベアラマネージャ構成要素
　　504　マッピング構成要素
　　506　パケットフィルタ構成要素
　　510　ドナー基地局
　　512　ベアラマネージャ構成要素
　　514　マッピング構成要素
　　516　中継ノードゲートウェイ構成要素
　　600　マッピング
　　602　Uu無線ベアラ
　　604　Un無線ベアラ
　　606　インターフェース
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